
 

25.3.19 財政課 

 

平成２４年度３月補正予算の概要及び主要施策  

Ⅰ ３月補正予算（一般会計）『２億２，３８０万円』を計上 

３月補正予算の編成に当たっては、国の補正予算成立に伴う、町道道路構造物点検事業

等の事前防災事業の実施及び町道改良事業等公共事業の追加、新たに緊急性かつ必要性の

認められる事業の実施並びに災害復旧工事を始めとする平成２４年度関係事業の実績に

もとづく精算等を行うため、２月補正後、一般会計では２億２，３８０万円の補正予算を

編成する。 

 

《平成２４度一般会計予算》 

◇当初予算 １５１億５,０００万円 (対前年度 6億円 4.1％） 

◇６月補正予算 ４,３００万円 

◇９月補正予算 １億５,０００万円 

 ◇１１月補正予算 ２,３２０万円（11月 19日専決処分） 

  ◇１２月補正予算 ６億円 

   ◇２月補正予算▲１億５,５００万円 

３月補正予算２億２，３８０万円 

予算総額 １６０億３,５００万円 (対前年度同月 2億 6,400万円 1.7％） 
（参考）前年度同月：157億 7,100万円 

 

《３月補正予算編成上のポイント》 

●国の補正予算を活用した、町道道路構造物点検事業、町道舗装補修事業、開発センター耐

震診断事業による公共施設等の事前防災及び安全点検の実施 

●国の補正予算成立に伴う、町道改良事業及び小水力発電所施設整備補助事業等の公共事業

の追加 

●平成２４年度事業実績・精算に伴う予算調整 ほか 

Ⅱ ３月補正予算の規模等 

１ 歳入歳出規模                      (単位：万円、％） 

区 分 
当初予算額 

A 
前回補正額 

B 
3月補正額 

C 

累計額 

D（A+B+C） 
対当初予算比 

D/A 

一般会計 1,515,000 66,120 22,380 1,603,500 105.8 

特
別
会
計 

国民健康保険 223,200 8,100 3,700 235,000 105.3 

下水道事業 69,800 1,800 ▲4,700 66,900 95.8 

農業集落排水事業 35,400 200 ▲100 35,500 100.3 

介護保険 234,200 18,090 2,950 255,240 109.0 

簡易水道事業 30,900 300 ▲500 30,700 99.4 

電気事業 4,690 490 ▲540 4,640 98.9 

芸北財産区 120 － ▲60 60 50.0 

診療所 17,400 ▲480 ▲780 16,140 92.8 

情報基盤整備事業 42,100 1,950 ▲1,040 43,010 102.2 

後期高齢者医療 27,480 90 ▲540 27,030  98.4 
※前回補正額Ｂは、６月・９月・１１月・１２月・２月補正予算額を示す。 

● 繰越明許費  9億 7,380万円 

（・一般会計   9億 1,542万円・情報基盤整備事業特別会計 5,838万円） 



 

 

Ⅲ 平成２５年度３月補正予算「主要施策等一覧表」  

※1：事業説明の添付【国の補正予算第 1号（緊急経済対策分）】 

１ 一般会計 

 

 

●安全で快適な生活環境づくり        ２億６,５７７万円 補正額（万円） 
予算書(頁) 
一般会計 

町道改良事業※1 ・町道舗装修繕事業、町道改良事業 26,577 34 

●活力ある地域経済の創出            ５,４６５万円 

農業基盤整備事業※1 ・小水力発電所施設整備補助事業 2,718 22 

農業施設整備事業※1 
・道の駅第２期整備事業（産直レストラ

ン、緑の広場整備） 
2,747 32 

●定住と交流の拡大               １,０００万円 

スポーツ振興施設整備事業※1 ・運動公園長寿命化計画整備事業 1,000 48 

●安全・安心なまちづくり             ４９７万円 

公共施設耐震診断事業※１ ・開発センター耐震診断事業 297 30 

町道構造物等点検事業※１ ・町道構造物等点検事業 200 34 

●その他 増減の大きい主なもの                   補正額（万円） 
予算書(頁) 
一般会計 

庁舎維持修繕事業 ・本庁舎空調監視装置更新工事 945 2 

広島県後期高齢者医療広

域連合事業 
・療養給付費負担金精算 ▲1,651 8 

小型合併処理浄化槽設置
整備事業 

・小型合併処理浄化槽設置整備補助金精算 ▲1,428 14 

農地・水・環境保全向上対
策事業 

・向上活動支援交付金精算 ▲1,365 22 

農業基盤整備事業 ・芸北広域農道整備事業負担金精算 ▲1,268 22 

森林整備地域活動支援事
業 

・森林整備地域活動支援交付金精算 ▲2,006 26 

林業再生事業 ・林業再生事業路網整備補助金精算 ▲5,708 26 

橋梁維持修繕事業 
・跨高速道路橋剥落防止対策事業委託料 
精算 

▲1,608 34 

消防施設整備事業 ・消防デジタル化基本設計委託料精算 ▲1,035 36 

農林水産施設平成２４年
度災害復旧事業 

・農林水産施設平成２４年度災害復旧工事 
請負費精算 

▲1,148 50 

財政調整基金 ・積立金 5,000 54 

減債基金 ・積立金 30,000 54 

予備費 ・補正調整ほか ▲2,924 53  



　○直轄・補助事業分（事前防災・減災関係及び追加公共事業関係）【繰越分】３億３，５３８万８千円

（単位：千円）

事　業　名 施工場所等 事業費 備考

町道宮迫横断線外7箇所道路舗装修繕
事業

(事前防災・減災関係）

（ひび割れ率40％以上・わだち掘れ量
40mm以上の町道について、調査及び舗
装修繕の実施）

繰越　220,765

町道八幡雲耕線道路改良事業 （追加公共事業関係）

（事業内容→　工事費、補償費） 繰越　42,000

町道下頼信３号線道路改良事業 （追加公共事業関係）

（事業内容→　委託料） 繰越　3,000

小水力発電所施設整備補助事業 （追加公共事業関係）

（壬生発電所・潜竜発電所整備に対する
広島北部農協への補助）

繰越　27,181

道の駅第2期整備事業 （追加公共事業関係）

（産直レストラン・緑の広場整備） 繰越　27,470

千代田 運動公園長寿命化計画整備事業 （追加公共事業関係）

豊　平
（千代田運動公園・豊平運動公園の点検
調査、計画書策定の実施）

繰越　10,000

開発ｾﾝﾀｰ耐震診断事業 (事前防災・減災関係）

（開発ｾﾝﾀｰの耐震２次診断の実施） 繰越　2,972

町道構造物等点検事業 (事前防災・減災関係）

（町道における標識・照明等の道路付属
物の点検の実施）

繰越　2,000

335,388

　○直轄・補助事業分【平成２５年度６月補正（肉付け予算）で調整予定】　２，３００万円

事　業　名 施工場所等 事業費 備考

林道椎谷舗装事業 （H25年度実施予定）

（事業内容→　工事費） 　

農道構造物点検事業 （H25年度実施予定）

（農道の橋梁及びトンネルの点検業務の
実施　　ﾄﾝﾈﾙ1箇所・橋梁2箇所）

23,000計

項　　　　　　　　　目 事　　　業　　　概　　　要

安全・安心な
まちづくり

道路ストック総
点検事業

農道構造物点
検事業

町内 12,000 12,000

安全で快適
な生活環境
づくり

2,972

道路ストック総
点検事業

2,000 2,000

生活道路整備事
業

林道整備事業 豊平 11,000 11,000

計

項　　　　　　　　　目 事　　　業　　　概　　　要

安全・安心な
まちづくり

安全で快適
な生活環境
づくり

生活道路整備事
業

265,765

活力ある地
域経済の創
出

農林業の振興

住宅・建築物安
全ストック形成
事業

農業基盤整備
事業

町道改良事業

公共施設耐震
診断事業

町道構造物等
点検事業

農業施設整備
事業

27,470

千代田

町内全域

2,972

千代田

大朝地域ほか

芸　北

千代田

220,765

42,000

3,000

平成２４年度３月補正・国の補正予算第１号（緊急経済対策分）

定住と交流の
拡大

スポーツ振興施
設整備事業

運動公園長寿
命化計画整備
事業

10,000 10,000

27,181 27,181

27,470

千代田

資資料 １


